
基本目標Ⅰ「安全で豊かなくらしの実現」    

政策分野１「安全で安心して暮らせる社会づくり」（県民の不安を解消し、日々安心して生活が送れるよう、災害に強く、事件や事故に遭わない、安全に暮らせる社会づくりを進めます。） 

 
 
 
 
  

①犯罪の起こりにくいまちづくりの推進 

目標：犯罪の起こりにくい安全で安心な地域

社会をつくります。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
2,128,048 千円 目標を達成 ８ 
決算見込額 目標を概ね達成 １ 

1,970,462 千円 目標に届いていない ― 
24 年度の取組（例） 

(1) 地域防犯力のアップに向けた取組として、トッ

プリーダー養成講座等を開催しました。 

(2) 交番新設要望地域や犯罪の多く発生する地域

等において、移動交番車を活用し、弾力的に移

動交番を開設しました。 
課題 

(1) 自主防犯団体数、人員が前年比で増加に転じま

したが、引き続き、次世代を担う防犯ボランテ

ィアの育成が求められています。 
(2) 平成 24 年の振り込め詐欺犯罪発生件数は減少

しましたが、被害額は前年比で約 2 億 2 千万円

増加し、また、ひったくり犯罪の発生件数が、

前年比で 106 件増に転じたことから、依然と

して深刻な状況にあります。 
今後の取組 

(1) 県内の大学等全般における幅広い活動を通じ

て、若者の防犯意識の高揚を図り次世代を担う

防犯ボランティアの育成に取り組むとともに、

地域の防犯力アップのため、防犯パトロール用

資機材等整備の助成等を推進します。 
(2) 犯罪の起こりにくいまちづくりなどの実現を図

るため、各団体・市町村・警察等と連携・協働

し、安全で安心なまちづくりを進めてまいりま

す。特に、振り込め詐欺の撲滅対策及びひった

くりの防止対策に取り組みます。 

②災害に強い県づくりの推進 

目標：地震や風水害など災害に強い体制づくり

と防災基盤の整備を進めます。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
28,169,916 千円 目標を達成 ７ 
決算見込額 目標を概ね達成 １ 

27,527,412 千円 目標に届いていない ― 
24 年度の取組（例） 

(1) 東日本大震災を踏まえ、千葉県防災会議におい

て、千葉県地域防災計画の修正を行い、「地域防

災力の向上」「津波対策の強化・推進」など 8

つの重点項目を位置付けました。 
(2) 地震時の道路ネットワークを確保するため、緊

急輸送道路などの橋りょうの耐震補強や道路法

面の防災対策を行うほか、洪水、高潮、波浪等

による被害を防止するため、河川、海岸保全施

設の整備を行いました。 
課題 

(1) 県民の防災意識の高揚と防災行動力の向上を図

るため、「自助、共助、公助」が一体となった地

域防災力の向上が必要です。 
(2) 今後 30 年の間に、大規模な地震が 70％程度の

確立で発生すると予測されていることから、社

会資本の整備や耐震化など被害を未然に防止す

る取組を進めるとが必要です。 
今後の取組 

(1) 「自助・共助・公助」を各種講座や研修会等に

おいて周知するとともに、啓発資料を作成・配

布し、防災意識のさらなる高揚を図ります。 
(2) 洪水、高潮・波浪等による被害及び土砂災害を

防止するための対策、耐震改修工事を順次実施

し、災害時の被害が最小限となるよう社会資本

の整備を推進します。 

③危機管理体制の確立 

目標：様々な危機に迅速に対応できる体制づく

りに取り組みます。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
61,875 千円 目標を達成 ４ 

決算見込額 目標を概ね達成 ― 
22,576 千円 目標に届いていない ― 

24 年度の取組（例） 
(1) 危機管理体制の確立については地域健康危機管

理推進会議の開催のほか、危機管理研修会や健康

危機対策研修会の実施により、職員一人ひとりの

危機管理意識の向上を図りました。 
(2) 新型インフルエンザに対する県民の不安を解消

し、正しい知識を普及するため、医療機関・団体・

行政機関に対する研修会を開催するとともに、抗

インフルエンザウイルス薬などの備蓄を計画的

に行いました。 
課題 
(1) 危機管理体制を維持するには、継続して職員の危

機管理意識の向上を図る必要があります。また、

健康危機は様々なものがあり、専門的知識を持つ

職員が複数以上いないと対応が出来ないため、関

係機関との協力関係を築くことが重要です。 
(2) 新型インフルエンザ発生時に適切に対応するた

め、備蓄した抗インフルエンザ薬を適切に保管管

理していく必要があります。 
今後の取組 
(1) 職員の危機管理意識の醸成を図るため、研修会

の開催や研修対象者の拡大を図ります。健康危

機事案に係る健康福祉センター等の職員に対す

る専門的な知識や技術の習得の為の研修を実施

し、関係機関との協力を強化します。 
(2) 新型インフルエンザの発生に備え、国が示した

新たな備蓄の考え方等に沿い、目標値を常に確

保するとともに、新型インフルエンザに関する

研修会を開催し、周知をしていくこととします。 

④交通安全県ちばの確立 

目標：交通安全に対する意識の向上や、道路や

標識などの交通安全環境の整備、交通指

導・取締りの強化を図り、交通事故がな

い千葉県づくりを進めます。 
総括：進展が図られています 

当初予算額 主な取組 
8,046,694 千円 目標を達成 ６ 
決算見込額 目標を概ね達成 ― 
7,710,370 千円 目標に届いていない ― 

24 年度の取組（例） 

(1) 県、県警、関係機関・団体等が連携して春・夏・

秋・冬の交通安全運動を実施するとともに、  

運動期間中や交通事故死ゼロを目指す日などに

集中的に広報・啓発活動を実施しました。 
(2) 過去に交通事故が多発している箇所において関

係機関などと共同して現地の診断、検討を行い、

道路環境の整備・改善を実施しました。 
課題 

(1) 交通事故死者数は前年と同数であり、更に交通

事故を減少させるためには、全体の交通事故死

者数の 47.4 パーセントを占める高齢者に対す

る対策を強化していく必要があります。 
(2) 小中学生が関係する自転車による事故件数は減少

させることができましたが、高校生による事故件

数が増加しました。 
今後の取組 

(1) 高齢者に係る交通事故防止対策を強力に推進

するとともに、各種広報媒体を活用した広報啓

発活動を推進し、県民の交通安全意識を高揚さ

せ、交通事故の抑止に努めます。 
(2) 事故の多い高校生に対して、スケアード・スト

レイト教育技法等による交通安全教育等によ

り、自転車の安全利用に向けたマナー及びルー

ルを遵守させ、交通事故の抑止に努めます。 

⑤消費生活の安定と向上 

目標：県民が安全で、安心な消費生活を送るこ

とができる社会づくりを進めます。 
総括：一部の進展にとどまっています 

当初予算額 主な取組 
461,765 千円 目標を達成 ３ 

決算見込額 目標を概ね達成 ― 
459,093 千円 目標に届いていない ２ 

24 年度の取組（例） 

(1) 市町村と連携して相談体制の強化を図り、2 市

が消費生活センターを開設し全体で 26 市とな

りました。 
(2) 不当な商取引を行う悪質事業者に対し、特商法

等に基づき業務改善指示 1 件、行政指導 17 件

を行いました。また、貸金業法に基づき全登録

業者に対して、定期的な立入検査を実施しまし

た。 
課題 

(1) 現在の消費者問題は、広域化・複雑化・悪質化

してきており、消費者被害の未然防止、早期発

見・解決を図るためには、消費者の一番身近な

市町村における相談体制の充実や、専門的な知

識を持った相談員が求められています。 
(2) 経済のグローバル化やＩＴ技術の急速な進展等

にともない、悪質・違法事業者が広範囲にわた

り活動するとともに手口も巧妙化しています。 
今後の取組 

(1) 高齢者や若者、民生・児童委員などあらゆる分

野に対応する消費者自立支援講座の実施や消

費者フォーラムを開催します。 
(2) 悪質・違法事業者を適切・効果的に取り締まる

ため、現在連携している都県以外の近隣県とも

連携を図ります。 

【２４年度のまとめ】 

政策分野１に掲げた６つの社

会目標のうち、４つを達成す

ることができました。また、

各施策については、５つの施

策のうち、４つについて進展

が図られています。 

今後は、東日本大震災の経験を踏まえ大規模災害に備えて、「自助・共助・

公助」が一体となった県内全域の防災力の向上、犯罪の起こりにくい、安

全で安心して暮らせる社会づくりに向けた取組を推進します。 

当初予算額 38,868,298 千円 

決算見込額 37,689,913 千円 

進展が図られています ４ 

概ね進展が図られています ― 

一部の進展にとどまっています １ 
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≪「輝け！ちば元気プラン」３か年の総括（２２年度～２４年度）≫

３か年の総括

３年間の主な成果・課題・次期計画への反映 H22 H23 H24

③危機管理体制の確立

【３年間の主な成果】
・計画期間内に抗インフルエンザウィルス薬の備蓄を適切に行った他、警備体制の強化により、テロ・
ゲリラの発生を完全に防圧することができました。
【課題】
・大規模災害やテロ等の県民の安全を脅かす緊急事態が発生した際、迅速・的確な対応を行うため、
危機管理体制強化と職員一人ひとりの意識の向上を図る必要があります。
【次期計画への反映】
・関係機関と連携を強化するとともに、職員一人ひとりの危機管理に対する意識向上を図ります。ま
た、放射性物質事故対策については、国等の対策の動向を踏まえ、地域防災計画を修正するなど、
迅速かつ的確な事故対応ができる体制づくりに努めます。

進展 進展 進展

④交通安全県ちばの確立

【３年間の主な成果】
・交通安全に対する意識啓発、道路や標識などの交通安全環境の整備等に取り組みました。特に、
交通安全運動期間中等における集中的な広報・啓発活動の実施、過去に事故が多発している箇所
の診断、検討に基づく道路環境の改善等を行った結果、交通人身事故の発生件数、負傷者数は、と
もに8年連続で減少しています。
【課題】
・交通事故の発生状況は減少傾向にあるものの、全国的に見ると交通死亡件数が依然として多い状
況にあります。また、交通事故死者数のうち高齢者の占める割合が高いこと、自転車の関係する事故
が交通事故件数の約１／４を占めていることへの一層の対策が必要です。
【次期計画への反映】
・関係機関・団体と連携しながら、参加・体験・実践型交通安全教育の推進や、事故調査委員会の分
析に基づく効果的な交通安全施設の整備などを図り、高齢者や自転車の関係する事故防止対策の
強化をはじめとする様々な取組により、「交通安全県ちば」を目指します。

進展
概ね
進展

進展

⑤消費生活の安定と向上

【３年間の主な成果】
・県内の消費者センターは、3年間に9市で新たに開設され、現在までに26市が開設済みとなっている
ほか、相談員設置市町村も7団体増加したことから相談体制の充実が図られています。
【課題】
・インターネットを通じた消費者トラブルや高齢者を対象とした詐欺的商法に関する相談が増加してお
り、これらへの対策を強化する必要があります。
【次期計画への反映】
・高齢者や若者、民生・児童委員などあらゆる分野に対応する消費者自立支援講座の実施や消費者
フォーラムを開催し、被害の未然防止に向けた広報・啓発を図るとともに、悪質・違法事業者を適切・
効果的に取り締まるため、現在連携している都県以外の近隣県とも連携を図ります。

進展 進展
一部
進展

進展 進展 進展

進展

Ⅰ　安全で豊かなくら
しの実現

基本目標 政策分野

１　安全で安心し
て暮らせる社会づ
くり

②災害に強い県づくりの推進

進展

　「安全で安心して暮らせる社会
づくり」の政策分野では、災害に
強く、事件や事故に遭わない、安
全に暮らせる社会づくりに取り組
んできました。

　防災の分野においては、橋梁の
耐震化や急傾斜地崩壊危険箇所の
解消など社会資本の整備が順調に
進みました。しかしながら、 平
成23年3月11日に発生した東日本
大震災は、本県においても、死者
22名の人的被害や液状化による被
害をもたらすなど、防災対策に係
る多くの課題を浮き彫りにしまし
た。また、昨年実施した「県政に
関する世論調査」（平成24年12
月）では、「災害から県民を守
る」が県民の要望事項の第一位と
なっています。今後は、東日本大
震災からの復旧・復興に引き続き
取り組むとともに、近い将来に発
生が予測される大規模地震に備
え、被害を最小限にとどめるた
め、社会資本の一層の整備を進め
るとともに、「自助・共助・公
助」が一体となって地域防災力の
向上を図ることが必要です。

　一方、防犯の分野においては、
この3年間に、移動交番車の全警
察署への配備や防犯ボランティア
の育成などによる犯罪の起こりに
くいまちづくりに取り組みまし
た。その結果、刑法犯認知件数の
減少や自主防犯団体数の増加等の
成果が見られたものの、依然とし
て、刑法犯認知件数は全国的に見
て高水準であり、高齢者や女性を
狙った振り込め詐欺等も増加して
いることから、地域に密着した防
犯活動を、より一層進めていく必
要があります。

　また、交通事故の発生状況は、
これまでの取組の成果により減少
してきていますが、「交通安全県
ちば」を目指し、一層の対策が必
要です。
　

施策項目

施策年度別評価結果

①犯罪の起こりにくいまちづくり
の推進

【３年間の主な成果】
・刑法犯認知件数は10年連続で減少しており、平成22年に全国最多を記録したひったくりの発生件
数については、23年に半減させることができました。
【課題】
・刑法犯認知件数は減少していますが、高齢者や女性を狙った振り込め詐欺やひったくり等の身近な
犯罪は依然として高い水準で発生しています。
【次期計画への反映】
・今後は、警察基盤の強化だけでなく、県民・地域団体や事業者団体、学校・教育団体等の各団体や
市町村等と連携・協働して地域に密着した活動を推進し、より一層、安全で安心なまちづくりを進めま
す。

【３年間の主な成果】
・自主防災組織活動カバー率向上、緊急輸送道路などの橋梁の耐震化や県立学校の耐震化など、
災害に備えた社会資本の整備が順調に進みました。また、東日本大震災の教訓を踏まえ、千葉県地
域防災計画の修正を行うとともに、帰宅困難者対策訓練や津波避難訓練等を実施しました。
【課題】
・国の予測では今後30年間で本県を含む南関東地域において大規模地震が約70%の確率で発生す
るとされていることから、想定される大規模地震に備え、津波や石油コンビナートの大規模火災に対応
しうる社会資本の整備や耐震化などの取組により災害に強い県づくりを進める必要があります。
【次期計画への反映】
・震災の教訓を踏まえ、地震・津波などの大規模災害に対しては、「自助」「共助」の取組とこれらを支
える「公助」が一体化した地域の防災力を高めることが必要です。このため、自主防災組織の育成強
化や防災教育の推進、災害時の道路ネットワーク強化等の災害に強い社会資本の整備により、県内
全域の防災力の向上を進めるとともに、震災からの一刻も早い復旧・復興に努めていきます。
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